
1 

http://popoki.cruisejapan.com 
popokipeace (at) gmail (dot) com   

 

 

ポーポキ通信 No.60  2010.8.18 

http://popoki.cruisejapan.com

 

今年の夏はとても暑い！ポーポキは陰で身体を長が～くしてお昼寝する。ロニーは泳ぐ。皆

さんはどう過ごしているでしょうか？北半球にいれば、楽しい夏となっていることを祈りま

す。南半球のみなさんには、これから夏が来る楽しみがありますね。 

        
 
   
 

みなさま、この新しい本をぜひ！ポーポキの友だちがたくさん書いています

よ！編集者の一人のベッティ・リアドンもロニーもフェミニストの研究者／活動

家が参加して、私たちの軍事化された世界における人間の安全保障を再考します。

ジェンダー化された人間の安全保障、国家安全保障、軍事化などに関心をもって

いれば、この本をぜひ！ 
著者： Betty Reardon and Asha Hans, eds 

タイトル：The Gender Imperative: Human Security vs. State Security, 
注文先： Taylor and Francis Books India Pvt Ltd.  912, Tolstoy House, 15-17 Tolstoy 

Marg, Connaught Place, New Delhi 110 001  Tel: +91-11-4315-5100; Fax: +91-11-2371-2132  
ISBN: 978-0-415-58577-4   

 
 
 

みなさまにご報告するのに早すぎるのですが…。秘密にしておいてね。
実は、ポーポキとロニーは新しいプロジェクトを始めました。完成ま
で 100 年もかかるかもしれませんが、若い人向けの平和学のテキスト
を創っています。 
 
 

 
 
ポーポキとロニーはこの秋、少し休むことにしました
ので、活動はあまり入れていません。でも、心配しな
いでください！ポーポキ・ピース・プロジェクトはすぐ
にいつもの熱狂的なスケジュールに戻ります。いつも、
ご協力、ご応援、ご参加をいただき、ありがとうござ
います！ 

 

mailto:popokipeace@gmail.com
http://popoki.cruisejapan.com/
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羽曳野市特別平和展 「ポーポキ、平和って、なに色？」読み聞かせ 報告

 JICA 大阪 国際協力推進員 

中川知子 

月 日（土）、羽曳野市特別平和展 大阪ブースにて「ポーポキ、平和って、なに色？」の読

み聞かせとプラ板キーホルダー作りを行いました。

 夏休み中の子どもたちは、市主催の本平和展に家族や友達と一緒にやってきます。ブースに

～ 人集まったところで、「ポーポキ、平和って、なに色？」を読み、「平和」について一緒に考えま

した。そしてその後、それぞれが思う「平和」をプラスチック板に描いてもらい、オーブントースター

で加熱してキーホルダーを作成しました。

最初、「平和」と聞いただけでは、難しそうな顔をしていた子どもたちも、ポーポキの問いかけを

聞いた後では、具体的にイメージすることができたようで、友達や家族、自分の好きな花、木など

の絵を豊かに描いていました。そして、出来上がったキーホルダーを喜んで持ち帰っていました。

今回参加してくれた子どもたちにとって、このキーホルダーがこれからの日常の中で平和を考える

小さなきっかけとなれば、と思います。

本イベントを通して、ポーポキの問いかけの力、そしてそれに反応する子どもたちの感性の豊か

さに驚き、改めて、身近なところから「平和」を考えるきっかけづくりを進めたいと感じました。

大阪ブースでの読み聞かせにご理解いただき、誠にありがとうございました。

写真上段 （左）読み聞かせ； （右）新しいグループに読み聞かせ

写真下段 （左）プラスチック板に絵を描いているところ； （右）プラ板キーホルダーの出来上がり
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とさぼりYMCAサマーセミナー 
ポーポキ、平和って、なに色？ 

～ねこのポーポキと一緒に平和と友情を考えるワークショップ～ 

ポーポキ・ピース・プロジェクト 

永重史郎、さとこ、平山幸太郎、廣瀬優、 

ロニー・アレキサンダー  

http://popoki.cruisejapan.com 

2010.7.25      10:30-12:30 
‘１０．７．２５．（日）、ポーポキ・ピース・プロジェクト（リーダー：ロニー・アレキサンダー）は、土佐

堀ＹＭＣＡサマーセミナーのイベントに招かれ、友情と平和についてワークショップを行ないました。

１６名の参加者（女性１２・・・内子ども２、男性４）の皆さんは、楽しく活発に協同していただきモビー

ルの製作まで終えることが出来ました。

 なお、土佐堀ＹＭＣＡのスタッフの皆さんには、会場の設営などお世話になりましたこと、お礼申し

上げます。

・ ・自 己 紹 介・ ・ 

 初めに、４グループに分かれて参加者の自己

紹介から始めました。皆さん、ネコが好きといっ

た方が多かったみたいです。また、夏のイメージ

カラーは、オレンジ・青・赤など原色系のイメージ

が強いですね。他のグループは、どうだったか

な？ 皆さんリラックス出来たようで、準備完了。

編集：永重 史郎
アレキサンダーの資料をもとに説明

や写真を加えた
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いきなりパフォーマンス！ 

Performance Time 

 
 

 

 

 

 

 

 

 控えめな形、人に頼る形、ポジテブな形など皆さんの持ってい

る潜在的な意識が行動に表れているようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓａｔｏｋｏ

 ポーポキは、平和と友情を探しまし

た。音、形、ふれあい、におい、などい

ろんな場面に出会います。

 そこでは、どんな垣根もなく、五感を

使ったコミュニケーションが、役に立ち

ます。

 コミュニケーションがとれて、

ｈａｐｐｙ ニャン！！
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声を出して、1から 10 まで一緒に数えましょう 
★ ★

 ５歳未満の子どもの予防可能な死亡  和の阻害要因は、戦争だけではない。

３人／１０秒            いろんな状況が複雑に入り混じっていることを

  １２００人／６０分          知るべきである。

  ２７～３０千人／１日

あなたはどこに立ちますか？ 

友情の条件は、お互いが認識するも

の・・・ＹＥＳ

 片思いでも友情といえる・・・ＮＯ

  いろいろな意見があって当然。 正

解は皆さんの心の中にあると思います。

 “ 情 ＝ ”は国籍に関

係なく、人間として持っている共通の感

情では。

Ｒｅａｄｉｎｇ・・・・   廣瀬 優

五感

☆☆☆

友情、平和を言葉で考え伝えることは、五感とあわ

せて大切な手段の一つです。

《 大きな課題 》

   友情は永遠？ 平和は永遠？

 仏教で“無常”という概念があります。

 一切の物は、生滅・変化して常でない。命も生と死

 が輪廻のように変化し続ける、といっています。

（ポーポキ、友情って、なに色？を読み聞かせする）

平山 幸太郎
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ポポーーポポキキののピピーースス・・モモビビーールル  

  モビールづくりのヒント  

– ポーポキの友だち？地球のこと？まわりのこと？  

– 色、香り、手触り、雰囲気などを忘れないでね。 

Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ 

ｖｅｒｙ ｍｕｃｈ！

ポーポキは、すごく小さな鶴と

友達になりました

４グループの協同作業で

素敵なモビールが完成。

みんなの思い、感性が

モビールで表現されてい

ます
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Lesson 27 
今回のポガのテーマは相撲！気分が元気で強くなることを期待します！ 

 
１．いつものように、背筋を伸ばし、自分を細く見せながらちゃんと座りましょう。 

２．さて、お相撲さんのように、四股の形をつくる。 
３．次に、足や手をそのままにしながら、右肩を前へ…。 
４．今度は、左肩を前へ。 
５．できた！できた！できたポーズをどうぞ！ 

 

第 27回目のポガ･レッスンはこれで終わります。少しリラックスできましたか？毎日、

深呼吸・笑・リラックス、そしてポガを最低 3分間練習しましょうね。 

 

次回のポー会 8.23（月）  19:00-21:00  神戸 YMCA

三宮会館 421 号室← 部屋が違うのでご注意ください！ 

 

ポーポキは 9月に少し休みます 

 

 

 

 

9月のポー会  9月 30日（木） 19：00～ 

ポーポキの友だちから 

小森陽一さん講演「井上ひさしを語る」 開演 場所：中華会館 東亜ホ

ール 参加費 円 連絡先：神戸演劇鑑賞会 事務局
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「みんなでやれば、何にかが変わる！」 THE YMCA No.607 June 2010, p.1  

・ [ヒロシマと世界：  被爆地の声  非核と平和、復興と再生、許しと命の尊厳訴え ] 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja 

2010.3.15 中国新聞  ヒロシマ平和メディアセンター 

・ FM COCOLO 76.5 ‘Heart Lines’ 2010.1.9  Interview: Ronni on Popoki in Palestine 

・  Human Rights, Popoki and Bare Life.  In Factis Pax Journal of Peace Education and Social Justice Vol.3, 

No.1, 2009, pp.46-63 (http://www.infactispax.org/journal/) 

・ 西出郁代 「ポーポキ、平和って、なに色？ﾛﾆｰ･アレキサンダーを迎えて」 『PPSEAWA』（日本汎太平

洋東南アジア婦人協会） No.63 2009.12, p.5.  

・ 「友情」第 2号 2009.11 伊丹市国際・平和交流協会 年間事業報告 pp.1-2 

・ 「ともに・・・」 No.29 2010.1 家庭と保育所、学校園、地域を結ぶ在日外国人教育

情報誌  ポーポキ・ピース・チャンレジ情報 p.12 

・ 区民情報誌「なだ」 2009.12, p.2. ポーポキ・ピース・チャレンジ情報。  

・ 「『ポーポキ、友情って、なに色？』」 「私のいち押し」 奥田光子 THE GAIDAI 

2009.7.17 No.243 (関西外大通信) 

・ 「友情って･･･考える絵本」 朝日新聞 ｢生活｣(阿久沢悦子) 2009.7.2 

・ 「友情を考えて~人間と、ねこと、そして自分と～」 れ組通信  ＲＳＴ/ALN 2009.6.28  Ｎｏ．

259, p.11  

・ 「カティング･エッジ」 第 35号 2009.6 (北九州市立男女共同参画センター｢ムーブ｣) ｢新刊紹

介：『ポーポキ、友情って、なに色？ポーポキのピース･ブック 2｣（レベッカ･ジェニスン） p.3 

・ 「猫を通して平和を考える 絵本の第 2弾を出版」 （斎藤雅志） 神戸新聞 2009.4.21 

・ 「ポーポキ、平和ってなに色？」 KOBE YMCA NEWS 「神戸青年」 2009.3.1 No.593 ｐ.2 

・ 「ポーポキ、ゴミってなに色？」 KOBE YMCA NEWS 「神戸青年」 2009.1.1 No. 592 ｐ.２ 

・ 「友だちになってくれませんか？」 ＲＳＴ／ＡＬＮ 2009.2.22 

・ ラジオ番組の中のポーポキ！！！プロジェクト･メンバーの宇留賀佳代子さんがラジオ番組で

紹介してくださいました。ぜひお聞きくださいね。  http://www.kizzna.fm/ 録音番組をクリック。番

組 CHの６CHをクリック。 

・ やさしいから人なんです展パート２０ 実行委員会 『世界人権宣言』 ひょうご部落解放・人権

研究所  ２００８．１０ 500円。 詳しくは： blrhyg@osk3.3web.ne.jp 

・ 「KFAW カレッジ ロニー・アレキサンダー氏 講演会」 エイジアン・ブリーズ/Asian Breeze 

No.54 October 2008, p.8 （アジア女性交流・研究フォーラム）  

・ 「ピースセミナー in 熊本 あなたにとっての「平和」とは？」 Kumamoto YMCA News 10  

Vol.437 October 2008, p.1  

・ 神戸新聞 「人権宣言 兵庫から発信 全 30条 イラストで表現 地元ゆかり 6名がパネル制

作」 2008.10.8. 10面 

・ 「社説 終戦の日」 神戸新聞 ２００８．８．１５ 

・ 中国新聞 「核廃絶への視点」 ２００８．７．２７ （核抑止論について・・・。３時間！？！にわ

たる取材で一生懸命にポーポキのことを話したのに・・・。） 

・ （社）ひょうご部落解放・人権研究所発行の機関誌『ひょうご部落解放』（２００８．6 月(夏)に「人

権宣言 60周年」のポーポキ･ポスターの一部も載っていますよ！  

* ポーポキ通信のバックナンバー：http://popoki.cruisejapan.com/archives.html 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20100312140608602_ja
http://www.infactispax.org/journal/
http://www.kizzna.fm/
http://popoki.cruisejapan.com/archives.html
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鶴田マリ 

 

 私にとって、ポーポキは平和のシンボルのようです。 

 

ポーポキの心には、平和、愛、尊重、寛大など、たくさんのことばが刻まれていたよう

に思います。彼は、私たちにそういったことばを学び、その真の意味を感じ取って欲しい

と思っていたのでしょう。 

 

また、ポーポキは私たちに知って欲しいことがあると思います。それは、世界平和のた

めに働きかけることの重要性と、そのためには足元から始めるべきで、だんだんに範囲を

広げていくことだということです。現在、わがままが原因で数々のむごい事件が起きてい

ます。家庭では、「愛」の意味や、他の人と分かち合うことの重要性を教えるべきで、子

どもたちはそれを学ぶはずのです。それはポーポキのメッセージだと思います。なぜなら、

彼は最も親しい「友だち」のロニーと一緒に暮らしながらポーポキ自身がそれを学んだか

らです。 

  

 大好きなロニーが自分のメッセージを世界中の人たちに伝えようとしていることを知

っていたポーポキが目に浮かびます。大きな笑顔をつくって、飛び回って喜んでいます。 
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さらにご協力ください！ 

 ポーポキ･ピース･プロジェクトは、『ポーポキ、平和って、なに色？ポー
ポキのピース・ブック１』（エピック、２００７年）、『ポーポキ、友情って、な

に色？ポーポキのピース・ブック２』（エピック、２００９年）を題材に、全身

で平和の意味を探り、一人ひとりの「発見」を平和の創造に役立てようと

する小さな平和活動団体です。２００６年に設立されて以来、日本国内

外で幅広く平和のためのワークショップなどの開催を続けてきました。活動の資金はすべ

て本の売上や寄付によって行っています。 

 これからも平和を考えるためのピース･ワークショップ、読み聞かせ、ピースキャンプ参加、

ポーポキのピース・ブックの翻訳（『ピース・ブック１』は既に１０ヵ国語に翻訳されている）、

『ポーポキのピース･ブック３』の執筆などの活動を中心に活動を続ける予定です。定期例

会「ポー会」を月に一度のペースで開催しています。一緒に活動なさりたい方はぜひご参加

ください。（ポー会の開催については、ポーポキ通信の「ご一緒にどうぞ」の蘭をご参照され

たい。） 

 また、こういった活動に対してのご協力、ご支援をぜひお願いいたいと存じます。本の購

入・寄付・本についてのコメント、感想、注文などについては、popokipeace@gmail.comへ 

お問い合わせください。 

なお、本についての問い合わせや注文は、お近くの書店、アマゾン、あるいはエピック

（TEL: 078-241-7561･FAX: 078-241-1918）へどうぞ。 

 

ポーポキ・ピース・プロジェクト popokipeace(at)gmail.com 

http://popoki.cruisejapan.com 

郵便振替口座番号 ００９２０－４－２８０３５０  

ゆうちょ銀行 店番０９９ 店名０９９店 当座 口座番号０２８０３５０ 

口座名  ポーポキ・ピース・プロジェクト神戸 

 

ポーポキ平和募金は一口 1500円 何口でも結構です。 

 

 

 

mailto:popokipeace@gmail.com
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